
戦没者追悼式

問い合わせ　市環境課 リサイクル推進係　☎27-8453

問い合わせ　市地域福祉課 地域福祉係
　　　　　　☎22-0177

釡石・平田地区
東前町　東前集会所前付近
浜町３丁目　西ノ澤不動尊前道路付近
宝樹寺　階段下道路付近
石応禅寺　青葉通り側入り口前道路付近
薬師公園　階段下道路付近
大平町　大沢ストア付近
矢の浦橋たもと（松原方面東側）付近
嬉石町　県営嬉石第２アパート東側ごみ集積所付近
上平田ニュータウン　市営住宅向かい付近

鵜住居地区
鵜住居町　藤喜酒店そば（旧仮設屯所敷地）付近　
鵜住居地区生活応援センター前付近

中妻・小佐野・甲子地区
五の橋たもと（中妻方面南側）付近
新開橋たもと（上中島方面西側）付近
小佐野橋たもと（新町方面南側）付近
野田大橋たもと（野田方面東側）付近
旧野田団地公民館跡地の防火水槽付近
定内橋たもと（小佐野方面東側）付近
松倉橋たもと（釡石高校方面東側）付近
松倉下ノ橋隣の人道橋たもと（県立釡石病院方面）付近
小川町　小川集会所裏の人道橋付近
甲子町　中小川集会所前付近
上の橋たもと（小川町方面）付近
大畑　大畑団地集会所前付近
大畑　昇和自動車裏の四差路付近
大畑　不動橋たもと（国道側）付近
洞関地区コミュニティ消防センター付近

　当日の午前中に透明または半透明の袋に入れて出し
てください。線香やろうそくは出さないでください。
　また、おさい銭は供えないでください。

盆飾りの収集日は８月16日㈮です

　市は、原爆投下の日（８月６日、９日）
と釜石が２回目の艦砲射撃を受けた日（８
月９日）、終戦記念日（８月15日）にサイ
レンを鳴らします。恒久平和を祈り黙とう
をささげましょう。
日時　 ８月６日㈫８時15分、
　　　９日㈮11時２分、15日㈭12時

■日時　８月９日㈮ 11時
■会場　釡石市民ホールTETTO
■対象　どなたでも参列できます
※ 当日運行する送迎バス（マイクロバス）を
ご利用ください。自家用車の場合は、近隣
の有料駐車場を利用してください

■ 内容　追悼の言葉、献花、小中学生による
「平和への思い」作文朗読、献唱など

※献花用の菊花は市で用意します

戦争により犠牲となられた方 を々追悼し
恒久平和を祈り黙とうをささげましょう

参列者送迎バス運行表【行き】
１号車　大橋・小佐野方面
バス乗降所 時　刻

大橋駅前 9：40
大松 9：45
洞泉駅前 9：50
上大畑 9：56
甲子中学校前 9：58
松倉駅前 10：00
松倉郵便局前 10：03
営業所前 10：05
野田 10：06
定内 10：08
小佐野 10：10
合同庁舎前 10：12
上中島 10：15
昭和園前 10：17
中妻 10：20
釡石駅前 10：22
市民ホール 10：25

2号車　大石・大平方面
バス乗降所 時　刻

大石 9：30
荒川 9：50
唐丹駅前 9：55
小白浜 9：57
本郷入口 10：00
上平田 10：05
観音入口 10：08
大平 10：10
女坂 10：12
松原（ファミリーマート付近） 10：17
市民ホール 10：22

3号車　栗橋・鵜住居方面
バス乗降所 時　刻

栗橋地区生活応援センター 9：25
どんぐり広場 9：28
早栃 9：30
上栗林 9：34
沢田 9：38
砂子畑 9：40
田郷 9：45
日ノ神 9：48
神ノ沢 9：50
鵜住居地区生活応援センター 10：00
日向雇用促進アパート前 10：10
両石 10：15
市民ホール 10：25

4号車　箱崎白浜方面
バス乗降所 時　刻

箱崎白浜バス停跡地付近 9：40
箱崎簡易郵便局前 9：50
庵寺入口付近 9：55
箱崎復興住宅（野川前・前田）付近 10：00
根浜復興住宅（墓地側） 10：05
かまいし・ワークステーション 10：10
両石 10：15
市民ホール 10：25

　太平洋戦争中の昭和20年７月14日と８月９
日、釡石は二度にわたり艦砲射撃を受け、多
数の尊い生命が犠牲となりました。市は、戦
没者の慰霊と恒久平和への願いを込めて釡石
市戦没者追悼式を執り行います。

問い合わせ　市総務課 行政係　☎27-8411

※運行時間は、おおよその目安です
※ 各地域の仮設住宅付近や途中での
乗車も可能です。バスが見えた
ら、大きく手を振って合図をして
ください
※ 時間に余裕を持って、安全な場所
でお待ちください
※ 帰りのバスは、12時25分に釡石
市民ホール前を出発する予定です

申し込み・問い合わせ　市健康推進課 成人保健係　☎22-0179

問い合わせ　市子ども課 子ども福祉係　☎22-5121

「かまいし健康チャレンジポイント」対象

月 日 曜日 場　所 託児スペース 大腸がん検診
容器回収 駐車場

８

19日 月 栗橋地区基幹集落センター※午後のみ ○※午後のみ あり
20日 火 釡石・大槌地域産業育成センター ◎ ※8/13㈫まで要予約 ○ あり
21日 水 釡石・大槌地域産業育成センター ◎ ※8/14㈬まで要予約 ○ あり
22日 木 昭和園クラブハウス 少ない
26日 月 洞関地区コミュニティ消防センター ◎ ※8/19㈪まで要予約 ○ あり
27日 火 昭和園クラブハウス 少ない
28日 水 昭和園クラブハウス 少ない
29日 木 釡石市民ホール　TETTO ◎ ※8/22㈭まで要予約 ○ なし
31日 土 中妻地区生活応援センター ○ あり

９

１日 日 中妻地区生活応援センター ◎ ※8/26㈪まで要予約 ○ あり
２日 月 日向・新川原集会所（長内集会所） ○ あり
３日 火 昭和園クラブハウス ○ 少ない
７日 土 中妻地区生活応援センター ○ あり
９日 月 洞関地区コミュニティ消防センター あり

乳がん・子宮頸
け い

がん検診を受けましょう
子宮頸がんは20代、乳がんは40代の女性がかかりやすいがんです

　８月19日から乳がん・子宮頸がん検診が始まります。休日検診や託児スペースのある会場で検診を行います
ので、忘れずに受検しましょう。受検票は、８月上旬に発送予定です。
●検診について
　対象　乳がん検診…………40歳以上の女性（令和２年３月31日時点）
　　　　子宮頸がん検診……20歳以上の女性（令和２年３月31日時点）
　　　　※平成30年度に乳がん・子宮頸がん検診を受けた人は対象外
　検診料　各2,000円
　　　　　※70歳以上（令和２年３月31日時点）、市民税非課税世帯、生活保護受給者は無料
●追加申し込みを受け付けます
　３月31日までに申し込むことができなかった人は、この機会にお申し込みください。
　申込期間　８月13日㈫～23日㈮８時30分～17時15分（土・日曜日を除く）

児童扶養手当の現況届を提出しましょう
 　児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または
母と生計が別である児童を養育している、ひとり親
家庭などに支給される手当です。児童扶養手当の受
給資格者（支給停止中も含む）は、必ず期間内に現
況届を提出してください。提出がない場合、手当が
支給されません。必要書類など詳しくはお問い合わ
せください。
期間　 ８月１日㈭～23日㈮８時30分～17時15分（土・

日曜日、祝日を除く）
　　　８月26日㈪～30日㈮８時30分～19時
 場所　市子ども課（市保健福祉センター２階）

児童扶養手当を振り込みます
振込日　８月９日㈮
対象月　４月～７月分

未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金
を支給します
　10月から消費税率が引き上げられます。市は、子ども
の貧困に対応するため、対象者に特別給付金として１万
7,500円を児童扶養手当に上乗せする形で支給します。対
象者には案内を送付しますので手続きをしてください。
対象（児童扶養手当受給者のうち次の両方に該当する人）
　・ 令和元年10月31日時点で法律婚をしたことがない人
　・ 令和元年10月31日時点で、事実婚をしていない人また

は事実婚の相手方の生死が明らかでない人
申請期間　８月１日㈭～12月２日㈪
必要なもの
　・ 臨時・特別給付金申請書（請求書）
　・ 戸籍謄本（原本）
　・ 印鑑（スタンプ式は不可）

検診日程 　※受付時間　９時30分～11時、13時～14時30分
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